
部活名 北信大会結果 県大会への出場

　一回戦　須坂高校　１－２　中野西高校

　一回戦　シード 　県大会出場

　二回戦　須坂高校　2－1　篠ノ井高校

　三回戦　須坂高校　1－1　長野吉田高校  （PK　１－４）

　男子 　左記選手は県大会出場

　　800m　　 蟻川喬生(3-5)　　 4位　2’01”44

　　1500m　  蟻川喬生(3-5)　　3位　4’16”06

　　1500m　  藤井太喜(2-2)　　8位　4’21”72

　　110mH 　 奥村駿樹(1-3)      6位　17”07(+1.6)

　　3000mSC 藤井太喜(2-3)      7位　10’08”52

　　5000mW 藤森　健(3-6)       7位　27’41”9

　　4×100mR (山岸俊莉・山際創平・沼田誠也・千葉俊紀)　　5位　44”34

　　4×400mR(沼田誠也・千葉俊紀・須甲寛大・蟻川喬生)  　4位　3’27”54

　　棒高跳　山際創平(3-3)　　 　4位　3m60

　　走幅跳　須甲寛大(3-4)      　 3位　6m75(+2.6)

　　三段跳　須甲寛大(3-4)　    　1位　14m10（-1.1）

　　砲丸投　千葉俊紀(3-5)      　 2位　11m60

　　やり投　千葉俊紀(3-5)　 　   1位　55m10

　　やり投　山本陽介(3-5)　 　   5位　48m44

　　8種競技　千葉俊紀(3-5)　  　1位　4663点

　　男子総合４位　７４点

　女子

　　1500m　中島有希(3-3)　　　6位　4’53”78

　　3000m　中島有希(3-3)　　　5位　10’37”66

　　砲丸投　中静美憂(2-1)　　　 6位　7m58

　　円盤投　中静美憂(2-1)　　　 7位　21m20

　　ﾊﾝﾏｰ投　竹内つむぎ(2-2)　　 3位　25m33

　　ﾊﾝﾏｰ投　中静美憂(2-1) 　　　5位　17m54

　男子団体戦 　県大会出場

　　一回戦　須坂高校　３―０　飯山高校 　男子団体

　　二回戦　須坂高校　２―１　長野高専 　女子団体

　　準決勝　須坂高校　２―１　屋代高校

　　決勝戦　須坂高校　１―２　市立長野高校　　２位 　男子個人ダブルス

　小布施瑞己・神田優太

　女子団体戦

　　一回戦　シード 　女子個人ダブルス

　　二回戦　須坂高校　３―０　長野日大 　宮尾玖瑠実・白井夏海

　　準決勝　須坂高校　２―１　屋代高校 　佐藤謡・黒岩萌奈

　　決勝戦　須坂高校　１―２　市立長野高校　　２位

　男子個人ダブルス

　　小布施瑞己・神田優太　３位

　女子個人ダブルス

　　宮尾玖瑠実・白井夏海　３位

　　佐藤謡・黒岩萌奈　８位

野球

陸上

サッカー

テニス



部活名 北信大会結果 県大会への出場

　男子個人シングルス 　男子個人シングルス

　小布施瑞己　１位 　小布施瑞己

　女子個人シングルス 　女子個人シングルス

　　白井夏海　３位 　白井夏海

　　宮尾玖瑠実　８位 　宮尾玖瑠実

男子団体戦 　県大会出場

　一回戦　須坂高校　３―０　篠ノ井高校 　男子団体

　二回戦　須坂高校　２―１　長野高校 　男子個人　小林・長野

　　　　　　　須坂高校　０―２　長野俊英高校 　男子個人　田中・清水

　３位決定戦　須坂高校　０―２　長野吉田高校

男子個人戦

　　小林・長野　４－０　（長野西）

　　小林・長野　４－１　（長野商業）

　　小林・長野　４－２　（長野俊英）

　　小林・長野　４ー１　（長野東）

　　小林・長野　１－４　（長野俊英）　ベスト８位

　　田中・清水　４－１　（長野俊英）

　　田中・清水　４－１　（長野東）

　　田中・清水　４－１　（長野商業）

　　田中・清水　０ー４　（長野俊英）　ベスト１６位

　　両澤・永沢　４－０　（篠ノ井）

　　両澤・永沢　２－４　（長野俊英）

　　中山・神農　４－２　（須坂東）

　　中山・神農　４－２　（長野西）

　　松本・羽生田　２－４（長野東）

女子個人戦

　　境・上沢　４－２　（長野吉田）

　　境・上沢　１－４　（長野商業）

　　小林・今清水　４－１　（長野東）

　　小林・今清水　１－４　（長野南）

　一回戦　　須坂高校　61 – 68　中野西高校

　一回戦　　須坂高校　75 – 46　中野立志館高校

　二回戦　　須坂高校　57 – 90　文化学園長野高校

　一回戦　須坂高校　２－０　長野吉田高校

　二回戦　須坂高校　０－２　篠ノ井高校

　一回戦　須坂高校　２－０　屋代南高校

　二回戦　須坂高校　０－２　須坂創成高校

バスケットボール 男子

バスケットボール 女子

バレーボール 女子

ソフトテニス

バレーボール 男子

テニス



部活名 北信大会結果 県大会への出場

　男子団体戦

　二回戦　須坂高校　３－２　長野南高校

　三回戦　須坂高校　０－３　長野商業高校

　代表決定戦　須坂高校　０－３　長野西高校

　女子団体戦

　二回戦　須坂高校　０－３　屋代高校

　男子個人戦ダブルス

　木ノ内・　福田　４回戦敗退

　関　・　大和　　３回戦敗退

　加藤　・　西田　２回戦敗退

　伊藤　・　村石　１回戦敗退

　女子個人戦ダブルス

　芦澤　・　中込　２回戦敗退

　谷中　・　湯本　２回戦敗退

　竹中　・　藤澤　２回戦敗退

　齋藤　・　佐藤　１回戦敗退

　男子個人戦シングルス

　加藤　：　４回戦敗退

　木ノ内：　３回戦敗退

　　関　：　３回戦敗退

　大和　：　３回戦敗退

　西田　：　２回戦敗退

　宮崎　：　２回戦敗退

　女子個人戦シングルス

　春原　：　３回戦敗退

　湯本　：　３回戦敗退

　中込　：　３回戦敗退

　芦澤　：　２回戦敗退

　藤澤　：　２回戦敗退

　谷中　：　２回戦敗退

　男子団体戦 　県大会出場

　一回戦　須坂高校　１ – ３　飯山高校 　女子団体

　女子個人　冨澤・保科

　女子団体戦

　予選リーグ１位通過

　決勝リーグ

　須坂高校　０ –３　須坂東高校　　３位

　女子個人戦

　冨澤・保科　１２位

卓球

バドミントン



部活名 北信大会結果 県大会への出場

　男子団体戦 　県大会出場

　　予選リーグ　須坂高校　４－１　中野西高校 　男子団体

　　　　　　　　須坂高校　３－１　長野吉田高校 　女子団体

　　　　　　　　須坂高校　０－４　長野高校　　　2勝1敗で2位

　決勝トーナメント

　　一回戦　　　須坂高校　４－０　長野西高校

　　二回戦　　　須坂高校　３－２　長野工業高校

　　準決勝　　　須坂高校　１－４　長野日大高校

　　三位決定戦　須坂高校　０－４　長野高校　　4位

　男子個人戦

　　三回戦進出　2名

　　二回戦進出　3名

　　一回戦敗退　3名

　女子団体戦

　　予選リーグ　須坂高校　０－４　長野日大高校

　　　　　　　　須坂高校　１－３　長野西高校

　　　　　　　　須坂高校　２－２　飯山高校　　　3位

　　７・８・９位決定リーグ

　　　　　　　　須坂高校　０－３　文化学園長野高校

　　　　　　　　須坂高校　２－２　篠ノ井高校（本数負け）　9位

　女子個人戦

　　ベスト16　  1名

　　二回戦進出　2名

　　一回戦敗退　1名

　男子団体戦 　県大会出場

　　須坂 B　18中／40射　１０位 　女子団体　須坂B

　　須坂 A　18中／40射　１０位 　男子個人　新津尚彦

　女子個人　荒井絵里香

　男子個人

      新津尚彦　6中／8射　４位

　女子団体戦

　　須坂B　24中／40射　１位

　　須坂A　一回戦敗退

　女子個人

　　荒井絵里香　7中／8射　３位

剣道

弓道



部活名 北信大会結果 県大会への出場

　男子   左記「県大会出場」選手

　50 m自由形　横山泰良　２年　　25秒49　　　1位　　→県大会出場

　　　　　　　  唐澤侑斗　１年　　29秒79　　 16位　　→県大会出場

　　　　　　　  小坂倭士　１年　　30秒58　　 23位

  100 m自由形　横山泰良　２年　　57秒82　　　6位　  →県大会出場

　　　　　　　  唐澤侑斗　１年　1分09秒45　　22位

　200 m自由形　小坂泰士 ３年　 2分14秒96　　７位　→県大会出場

　400 m自由形　小坂泰士 ３年　4分51秒07　　 ６位　→県大会出場

 1500 m自由形　藤澤龍飛 ２年  17分56秒56　　３位　→県大会出場

　100 m背泳ぎ　篠田芽生樹 ２年 1分08秒76　　４位　→県大会出場

　200 m背泳ぎ　篠田芽生樹 ２年 2分27秒99　　４位　→県大会出場

　100 m平泳ぎ　金子竜大 ２年    1分07秒59　　１位　→県大会出場

　　　　　　　　竹前亘琉 ２年    1分08秒54　　２位　→県大会出場

　　　　　　　　小坂倭士 １年    1分24秒31　１６位　→県大会出場

　200 m平泳ぎ　金子竜大 ２年    2分26秒62　１位　　→県大会出場

　　　　　　　　竹前亘琉 ２年    2分39秒78　４位　　→県大会出場

　200 m個人メドレー　武居隼大　２年　2分16秒54　２位　→県大会出場

　400 m個人メドレー　武居隼大　２年　4分57秒97　１位　→県大会出場

　　　　　　　　　　　藤澤龍飛　２年　5分06秒9　4４位　→県大会出場

　400 mフリーリレー

　　　　　　　小坂泰・藤沢篠田・武居　4分02秒97　６位　→県大会出場

　800 mフリーリレー

　　　　　　　金子・小坂泰武居・横山　8分29秒81　４位　→県大会出場

　400 mメドレーリレー

　　　　　　　横山・金子・藤澤・竹前　4分14秒45　３位　→県大会出場

　男子総合3位　108点

　女子

　100 m自由形　池田葉和　２年　　　　1分03秒27　１位　→県大会出場

　　　　　　　　増田彗　　３年　　　　1分12秒98　６位　→県大会出場

　200 m自由形　池田葉和　２年　　　　2分18秒32　１位　→県大会出場

　400 m自由形　矢沢美嶺　３年　　　　4分55秒25　１位　→県大会出場

　　　　　　　　大日方美南１年　　　　5分33秒20　７位　→県大会出場

　800 m自由形　矢沢美嶺　３年　　　 10分14秒63　１位　→県大会出場

　200 m平泳ぎ　増田彗　　３年　　　　3分31秒10　３位　→県大会出場

　200 m個人メドレー　大日方美南１年　2分57秒58　６位　→県大会出場

　400 mフリーリレー

　　　　　　矢沢・池田・大日方・増田　  4分31秒62  ３位  →県大会出場

　800 mフリーリレー

　　　　　　矢沢・池田・大日方・増田　10分04秒91  ２位  →県大会出場

　400 mメドレーリレー

　　　　　　池田・増田・大日方・矢沢　  5分18秒61  ３位  →県大会出場

　女子総合2位　84点

水泳


